
例会欠席される会員は、水曜日までに事務局にご連絡下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年 ９月１２日(木)第１０回（通算２１３３号） 

  

──── 例 会 プ ロ グ ラ ム ────    ──── 次回例会プログラム ─────    

本年度第１０回〔 ９月１２日(木)〕      本年度第１１回〔 ９月１９日(木)〕 

プログラム   プログラム 

「神戸垂水 R.C. 神戸西神 R.C. 「ガ バ ナ ー 公 式 訪 問」 

  合 同 観 月 例 会」 国際ロータリー第 2680地区 

受付 17：30  例 会 18：00～18：15 ガバナー 浅 木 幸 雄 氏 

   懇親会 18：15～20：30 於:本館 3F 舞子の間 

 於:神戸西神オリエンタルホテル 4F     

  

シンギング  シンギング 

 「神戸垂水ロータリーソング」 「知床旅情」 

 「神戸西神ロータリーソング」 

  

   

 

会合予告  

親睦活動委員会 9月 26日(木) 例会終了後 例会場 

定例理事会④ 10月 3 日(木) 例会終了後 例会場 

 

幹事報告  

 添付書類 「定例理事会③議事録」 

 

① 次週 9月 19日(木)の例会場は、本館 3F舞子の間です。 

② 9月 16 日(月)が祝日の為、次週の事務局出勤日は 9月 18日(水)･19 日(木)となります。 

③ 神戸国際大学附属高等学校より、「第 57回高校祭・バザーご案内」を頂きました。 

 日 時：2019年 10月 5 日(土)高校祭 9：00～14：00 バザー10：00～(品物がなくなり次第終了) 

 場 所：同校校舎及び校庭 

※駐車場のスペースはありませんので公共の交通機関でお越し下さいますようお願いします。 

 

９月 ５日(木) 例 会 報 告                             

◆ゲ ス ト 神戸第 2グループ ガバナー補佐 奥田祐司氏(ゲストスピーカー)、 

 米山奨学生 チョーテッソーさん 

◆欠 席 者 増田君･森田君･永田君･吉川君･善國君 

◆メークアップ 山中君(神戸中 R.C.)9/3、由良君(北海道 2500ロータリーE クラブ)9/4 

◆出 席 率  会員数２８（２０）名 出席者２３／２４名 出席率 95.83％ 

  出席率(メークアップ含まず)87.50％ 8/22 補正 96.00％ 
 
 

 

 



会長報告 

① 本日は第 9例会ですが、例会に先立ちましてクラブアッセンブリーが神戸第 2グループガ

バナー補佐の奥田祐司様ご臨席のもと開催されました。奥田ガバナー補佐様、各委員長の

皆様、ご苦労様でございました。後程奥田様には卓話をして頂く予定です。よろしくお願

い申し上げます。また、前回のクラブフォーラムでは、友愛会員のあり方について積極的

なご討議を頂き、限られた時間の中で非常に活発な討論が行われ、とてもありがたく思い

ます。討論の結果をふまえまして、執行部として真摯に取り組んでいきたいと思っており

ます。また、その後の臨時総会の決算･予算の承認についても感謝申し上げます。 

② 先月末の九州北部の豪雨災害に際し、地区より支援の案内が来ております。有志のご協力

をお願いしたいと思います。回覧しておりますのでよろしくお願い致します。 

③ 9月は基本的教育と識字率向上月間です。幸いこれに関しましては、国際ロータリーから提

起されるほど我が国では現在問題ないのではと思いますが、今後、基本的教育の在り方に

ついては世界のみならず日本でも課題が生じるのではないかと心配しております。基本的

教育、すなわち読み･書き･そろばんのところで、若年世代で本が読めない、読解力がない、

漢字が書けない、分数の計算程度からつまずいてしまうという傾向が見られつつあるとい

う事です。その分、スマホを中心とするコミュニケーション能力だけが異常に高く、スマ

ホで全て自分で管理してしまうという風に思います。その中で英語教育、コンピューター

プログラミング教育が小学校から開始されるとされています。日本は本当に今後大丈夫な

のでしょうか。今後、我々も地域の子ども達と基本的教育への何等かの関与をしていかな

いといけなくなるかも知れません。 

④ 本日はちょうど私の誕生日でして、還暦になりました。今朝も日課の早朝運動で自転車で

散歩しておりましたら、芙蓉の花がきれいに咲いておりました。そこで本日の一句です。

「還暦の 朝見る芙蓉の 白一輪」 

 

米山奨学生 チョーテッソーさん 

 米山奨学生として過ごさせて頂いて半年になりました。色々な勉強をさせて頂き、たくさんの

思い出ができて、心の底から感謝しております。ありがとうございます。今日、いつもより 30

分早く会場に着きましたら、生け花をさせて頂きました。藤本先生に褒めて頂いて嬉しいです。

先日、永田さんの家でバーベキューをしました。日本人のお家に行かせて頂くのは初めての経

験でした。温かく迎えて頂き、色々お話して頂きました。ますます頑張りたいと思いました。

本当にありがとうございました。 

 

☆米山奨学生のチョーテッソーさんに奨学金をお渡ししました。 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計２２，０００円／累計２９３，０００円） 

 神戸第 2グループガバナー補佐 奥田祐司氏(ご挨拶)、藤本君(初秋の草花お楽しみ下さい。

チョーテッソー様が飛び入りで生けて下さいました。生け花文化のない国だそうですが、右端以

外はみんな彼の作品です。彼の作品はシンプルで圧倒されました。生け花は言葉はいらないこと

を実感しました)、星島君(クラブアッセンブリーお疲れ様でした。奥田ガバナー補佐様、本日は

ありがとうございます。よろしくお願い致します)、木下君(奥田ガバナー補佐をお迎えして)、

澤村君(奥田ガバナー補佐、本日はクラブアッセンブリーの講評ありがとうございました)、八代

君(奥田ガバナー補佐様、本日はよろしくお願い致します。宝塚の修道院で 3日間完全沈黙の中

で祈りと瞑想をして今日帰ってきました。皆さんとお話しできる喜びを感じています！) 

  

 エンジョイＢＯＸ(本日合計５，０００円／累計７０，４２０円) 

  星島君(本日、誕生日のプレゼントを初給料をもらった長男から貰いました。感激ひとしおです) 

     8月エンジョイ BOX 合計１０，０００円 

       

 

 

 

 



会合開催報告 

 ・クラブアッセンブリー 9月 5日(木)17：30～18：30 於:本館 3F萩の間 出席者:16 名 

   (G公式訪問前･奥田 G補佐をお迎えして) 

 ・定 例 理 事 会 ③ 9月 5日(木)例会終了後 於:例会場 出席者:12名 

 

 

 

 

近隣クラブ例会プログラム（欠席会員はメークアップをして下さい） 

※9月 13日(金)･16日(月)は各クラブ休会です。 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 
 

9月 17日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 休 会(定款により) 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話                松本浩之会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話                藤井佳朗会員 

18:30 神戸中 *1 休 会(定款により) 

12:30 明石北 *5 今後の高等学校教育に求められるもの 兵庫県立明石北高等学校 校長 安岡久志氏  

9月 18日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *6 R.I.あれこれ    三木 明パストガバナー(姫路 R.C.) 

12:30 明石 *5 未 定(定款により) 

9月 19日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *8 戦前の新幹線計画             鷲尾太一氏 

12:30 神戸 *4 テレビからみた昨今の日本と若者 神戸学院大学現代社会学部教授 中野雅至さん  

12:30 神戸西神 *7 未 定        神戸西警察署 署長 芝 勝久氏 

18:00 明石東 * 会員卓話      植田哲嗣･篠田欣一･北野 学各会員 
 
例会場： *舞子ビラ *1ホテルオークラ神戸 *2 ANA クラウンプラザ神戸 *3神戸ベイ・シェラトン  

*4神戸ポートピアホテル *5ホテルキャッスルプラザ *6須磨観光ハウス *7西神オリエンタルホテル 
*8香港茶楼 
  

＜地区よりのお知らせ＞ 
 
・ポ リ オ セ ミ ナ ー 

 日 時：2019年 10 月 14日(月・祝) 

  第 1部 13：00～14：30 講演「ポリオ根絶へのラストスパートを」 

  講師：松本祐二第 3地域ポリオ根絶地域コーディネーター   

  第 2部 14：30～15：30 講演「ポリオ根絶の歩みとこれからの取り組み」 

  講師：ポリオプラス小委員会委員 

 場 所：神戸ポートピアホテル本館 B1 和楽の間 

 出 席 者：中塚 R財団委員長･善國副委員長 

 対象人数：約 150名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「ガバナー補佐 四方山話」  

 国際ロータリー第 2680 地区 

 2019-20年度神戸第 2グループガバナー補佐 奥田 祐司氏 

 

先ず初めに本日クラブ協議会に出席頂きました各委員長に御礼申し上げます。 

神戸垂水クラブはガバナー補佐として 3番目のクラブ協議会となります。各委員長のご協力

をもちまして、とても充実した協議会となりました事に感謝申し上げます。 

さて四方山話をしなさいと言う事ですので、少しお話をさせて頂きます。 

今私自身が一番気になっていることは、ここ最近ロータリークラブでは会員増強の話しか 

出てこない事です。ロータリークラブにとって会員増強が第一義なのでしょうか？もっと大切

な何かを忘れていませんか？と言う事を皆さんに問いかけたいと思います。勿論会員増強なく

してクラブは存続出来ません。会員増強は言われてするものではなく、クラブとしてはクラブ

を存続させるために当たり前にすることと思います。あくまでもロータリーの第一義は職業奉

仕を通じて自己研鑽を図り、2つの奉仕理念を通して世のため人のためになることを行う事と私

自身は考えます。神戸垂水クラブが新年度早々に会員増強アンケートをして意識の共有をされ

た事はとても評価に値すると思います。会員全員が 

クラブの現状分析をし、必要な行動を取ること何よりも大切であると思います。ロータリー

クラブは理念と実践のダブルスタンダードでなければならないとも思います。その事は決議 23-

34に明記されていますので、是非この機会に再読してみて下さい。 

「クラブの会員増強・維持について」は 2014-16年 RI第 1第 2第 3ゾーン地域別会員増強計

画プロジェクトリーダー補佐の東京西 RCの鈴木隆志会員が纏められた素晴らしい内容のものが

ありますので、会員増強委員長にお渡し致しますので、是非会員増強にお役立て下さい。 

本日は有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 


